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収穫の秋を、まるごと世界へ輸出！
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今回のもくじ
○巻頭言

～輸出への第一歩を踏み出しましょう～
（北陸農政局 経営・事業支援部長 瀧澤 永佳）

○こちら ＪＦＯＯＤＯ New!
★【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

～プロモーションにご参加いただける事業者募集～

○コラム
★北陸三県の清酒製造者の約５割が輸出してます！ New!

（金沢国税局 課税部 筆頭酒類業調整官 土田 芳之）

○新着情報
◆【全般】平成31年度 農林水産予算概算要求の概要について（輸出

関連） New!
◆【全般】ブラジルによる日本産食品の輸入規制の撤廃について New!

○お知らせ
◆【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

「ＧＦＰコミュニティサイト」を設立しました
◆【全般】有機JAS認証等取得等支援事業の追加公募（4回目）について
◆【全般】農業経営支援策活用カタログ2018
◆【全般】生産資材コストの低減を検討の皆様へ

（農業資材比較サービス（ＡＧＭＩＲＵ））について
◆【全般】地理的表示（GI）登録申請の登録及び公示等情報について

（8月29日更新）

○施策情報
◆【県・市町村向け】【農林漁業者向け】

輸出先国の規制に対応するためのサポート体制整備事業
◆【県・市町村向け】【農林漁業者向け】

農業生産工程管理（ＧＡＰ）に関する情報（8月24日更新）
◆【食品事業者向け】

HACCP支援法（食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時
措置法）について
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〖 巻頭言 〗
～輸出への第一歩を踏み出しましょう～
（北陸農政局 経営・事業支援部長 瀧澤 永佳）
8月31日、当サポートメールの号外で、１つのコミュニティサイト

のご案内を配信しました。農林水産物・食品の輸出を意欲的に取り組
もうとする農業者、林業者、漁業者、食品事者等をサポートする新た
な農林水産物・食品輸出プロジェクト「ＧＦＰ」のサイトです。



このサイトでは、海外での日本食へのニーズが大きくなっている今、
日本の農林水産物・食品を届けるため、プロジェクト参加者がコミュ
ニティを形成し、政府と一丸となって輸出を目指すものです。
これまで、北陸地域からも、事業者の皆様の様々なご努力により、

お米をはじめ、日本酒、水産物、加工品などが多く輸出されています。
食と食文化が豊富な北陸には、まだまだ潜在的に輸出できる農林水産
物・食品はあるはずです。
この「ＧＦＰ」では、皆さんが「当たり前のように接している日本

の農林水産物や食品は、世界に誇れる特別な普通なのです」としてい
ます。まずは、皆さんの身近の農林水産物・食品の輸出の可能性はど
うなのか、を探ってみませんか。このコミュニティにぜひ参加して、
輸出の第一歩を踏み出しましょう。
北陸農政局では、皆様の輸出の一助となるよう、引き続きＧＦＰ等

輸出関連対策の施策と連携しつつ、皆さんのご要望に寄り添った支援
に努めて参ります。
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こちら ＪＦＯＯＤＯ New!
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃

【農林漁業者向け】【食品事業者向け】
～プロモーションにご参加いただける事業者募集～
「日本食品海外プロモーションセンター（ JFOODO)」は、 2017
年 4月 1日付で日本貿易振興機構（ジェトロ）に設置された日本
産農林水産物・食品のブランディングのために、オールジャパ
ンで海外の消費者向けプロモーションを担う新たな組織です。
対象とする品目と国・地域を定め、消費者の認知や購入・喫食
意向の向上等を目指して、現地で様々なプロモーションを実施
しています。
現在、 2018年度に実施するプロモーションにご参加いただけ

る事業者の皆様を募集しております。対象国・地域での自社製
品の販売促進活動と JFOODOが実施するプロモーションを同時期
に行うことで、より認知度向上や輸出拡大につなげられます。
是非、ご参加ください。

【対象品目・国地域／募集期限】
和牛×台湾 ／ 8月 31日（金） 17： 00まで（※）
水産物×香港 ／ 第 1次募集： 8月 31日（金） 17： 00まで（※）

第 2次募集： 9月 24日（月）～
10月 31日（水）予定

日本茶×米国 ／ 8月 31日（金） 12： 00まで（※）
米粉×フランス・米国 ／ 10月 31日（水） 17： 00まで
日本酒×英国・米国・仏国 ／ 8月 31日（金） 12： 00まで（※）

※仏国は準備中です。
日本ワイン×英国・香港・米国 ／ 8月 31日（金） 17： 00まで（※）
クラフトビール×米国 ／ 7月 31日（火） 17： 00まで（※）
※期限以降も随時募集をしておりますが、ご参加いただける施策
が限られてしまう可能性がございます。何卒ご了承ください。

【参加のメリット】
●JFOODOのプロモーションを、ご自身が輸出なさっている製
品の取扱いや販売促進の商談に活用いただけます。

●JFOODOのプロモーションによって、ご自身で実施される販
売促進の効果を増幅できる可能性がございます。

●品目毎の参加メリットは下記申込サイトに詳細があります
のでご確認ください。

【実施期間】 2019年 3月まで



【参加費】 無料
（但し、個々のプロモーション施策によっては参加者
様に渡航費等の費用が発生いたします。詳細は各対
象品目のページにてご確認いただきますようお願い
申し上げます。）

【詳細・申込方法】
JFOODOホームページ上の応募フォームにご記載の上、

お申し込みください。
https://www.jetro.go.jp/jfoodo/project.html

※昨年度中に JFOODOプロモーションへのご参加をお申込み済
みの事業者様におかれましては、改めてお申し込み頂く必
要はございません。

○コラム
★北陸三県の清酒製造者の約５割が輸出してます！ New!

（金沢国税局 課税部 筆頭酒類業調整官 土田 芳之）
国税庁の任務の１つに「酒類業の健全な発達」があります。酒類業

調整官はその任務のために、酒類産業振興事務に取り組んでおり、そ
のひとつとして日本産酒類の輸出促進に向けた様々な施策を行ってい
ます。
金沢国税局では、北陸三県で製造された酒類の輸出促進のためには

関係各機関と酒類製造者との相互の連絡協調体制を構築することが重
要と考え、一堂に会する機会として、毎年、「北陸三県日本産酒類輸
出促進連絡会」を開催しています。
平成29年の酒類の輸出金額は、全国で約545億円（前年比26.8%増）

となり、６年連続で過去最高を記録しました。特に、酒類全体の輸出
金額の34.3%を占めている清酒の輸出金額は、約187億円（前年比19.9
%増）と８年連続で過去最高となっています。北陸三県においても同様
に増加しており、平成28年の輸出免税数量は10年前（平成18年）の4.8
倍となりました。
北陸三県の清酒製造者を対象に行ったアンケートによれば、平成29

年（1月～12月）において輸出実績があった製造者は45者で、約５割の
製造者が輸出に取り組んでおり、58か国（地域）に輸出しています。
輸出先の上位は、１位台湾（32者）、２位シンガポール（31者）、３

位香港（29者）となっています。

○新着情報
【全般】平成31年度 農林水産予算概算要求の概要について（輸出関連）

（農林水産省へリンク） New!
8月31日、平成31年度農林水産予算概算要求の概要が公表されまし

た。輸出力強化関係の詳細は下記ＵＲＬをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/180831-55.pdf

※ 概算要求については、今後、財務省の査定及び国会審議を経て決定される
ことから、変更の可能性があることにご留意ください。

【全般】ブラジルによる日本産食品の輸入規制の撤廃について（農林水産省
へリンク） New!
8月21日、ブラジル政府は日本に対し、ブラジル向けに輸出される

福島県の全ての食品について、放射性物質検査証明書の添付する規制
を全て撤廃した旨の通知を行いました。詳しくはＵＲＬをご覧くださ
い。

http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/oshirase/brazil_180822.html

https://www.jetro.go.jp/jfoodo/project.html


○お知らせ
【農林漁業者向け】【食品事業者向け】

「ＧＦＰコミュニティサイト」を設立しました
～あなたを、生産者の日本代表にしたい～ （8/31 号外で配信）
（農林水産省へリンク）

農林水産省は8月31日、新しい農林水産物・食品輸出プロジェクトで
ある「ＧＦＰ」のコミュニティサイトを設立しました。
是非、参画に向けたご検討をお願いいたします。

【ＧＦＰ特設サイトはこちら】 → http://www.gfp1.maff.go.jp/
【登録はこちらから】 → http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/entry.html

【全般】有機JAS認証等取得等支援事業の追加公募（4回目）について（農林
水産省へリンク）

農産物等の輸出拡大に向け、有機JASやGLOBALG.A.P.認証の取得等
に係る取組支援の公募を行っています。（公募期間：10月1日（月）まで）
詳しくはwebサイトをご覧ください。

http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/180803_1.html

【全般】農業経営支援策活用カタログ2018 （農林水産省へリンク）
農業経営を営まれる方の経営発展に役立つ様々な支援策を紹介して

います。詳しくは以下のＵＲＬをご覧下さい。
http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_pamph/180529.html

【全般】生産資材コストの低減を検討の皆様へ（農業資材比較サービス（ＡＧ
ＭＩＲＵ））について
昨年６月から農業者が農業資材の価格やサービス等を比較し選択でき

るサービスが開始されています。生産資材のコスト低減のため、生産者
の皆様、是非ご利用ください。詳しくはＵＲＬをご覧ください。

https://agmiru.com/
※ ＡＧＭＩＲＵは農林水産省の補助事業により、ソフトバンクテクノ
ロジー（株）が運営する無料のサービスです。

【全般】地理的表示（GI）登録申請の登録及び公示等情報について（農林水産
省へリンク） （8月29日更新）
・浄法寺漆（申請番号156号）について登録申請の内容を公示しま
した（平成30年8月29日）

・南郷トマト(登録番号第63号)、ヤマダイかんしょ(登録番号第64
号)、岩出山凍り豆腐(登録番号第65号)、岩手木炭(登録番号第66
号)、が地理的表示として登録されました。(平成30年8月6日)

▼登録
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/

▼公示等情報
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index.html

○施策情報
【県・市町村向け】【農林漁業者向け】

輸出先国の規制に対応するためのサポート体制整備事業（全国植物防疫
協会へリンク）

農産物の輸出を目指す産地の皆さまへの技術的支援を行います。費用
負担はありませんので、以下のサポート事務局窓口へご相談ください。

http://www.zenshoku-kyo.or.jp/consultation/

【県・市町村向け】【農林漁業者向け】



農業生産工程管理（ＧＡＰ）に関する情報（農林水産省へリンク）
（8月24日更新）
GLOBALG.A.P.、ASIAGAP、JGAP認証取得経営体等に聞き取り調査を

行ったところ、認証取得農産物の年間出荷量は少なくとも、穀類が
約2万トン、野菜類が約14万トン、果実類が約1万トンとなりました。
詳しくは以下のＵＲＬをご覧下さい。

http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/

【食品事業者向け】
HACCP支援法（食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法）
について（農林水産省へリンク）
HACCP導入や、その前段階で取り組む高度化基盤整備のための施設

整備に、長期融資が低利で受けられます。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/index.html

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
○輸出促進関係リンク
◆【全般】国・地域別イベントカレンダー（JETROへリンク）

https://www.jetro.go.jp/agriportal/eventcalendar.html
◆【食品事業者向け】

米国食品安全強化法(FSMA)が本格施行されます。（農林水産省へリンク）
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/20160120_fsma.pdf

◆【輸出事業者向け】農林水産物等の輸出対策
http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/index.html

◆【全般】国別・地域別におけるコメ（精米）の輸入規制について
http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/yusyutu_syoumeisyo.html#kome_kisei

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでないない方は、AdobeWEBサイトからダウンロードしてご覧ください。
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発行 北陸農政局農林水産物等輸出促進チーム

（北陸農政局 経営・事業支援部 地域連携課）
E-mall：hokuriku_yusyutsu@hokuriku.maff.go.jp

TEL：076-232-4233 FAX：076-232-4178
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★このメールに対する、ご意見・ご要望については、上記連絡先にお願いします。
なお、メール配信の登録・変更・停止は、下記 URLによりお願いします。

http://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/mm.html

★また、北陸農政局では当メールのほか、メールマガジン「あぐり北陸」において
各種農政に関する情報をタイムリーにお届けしています。当メール同様、ご愛読
いただければ幸いです。配信登録はこちらからお願いします。

http://www.maff.go.jp/hokuriku/mm/index.html




